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【なぎなた部:8/5～7 三重県津市】

【陸上競技部:8/1～6 三重県伊勢市】

<個人試合> ベスト１６ 北島未稀(帯山中)
<演技競技> ベスト１６ 北島未稀(帯山中)
笹本美弥妃(三和中)
予選敗退 鍋島麻衣(蘇陽中)
工藤梨梨香(江南中)
<団体試合> 予選敗退
鍋島麻衣(蘇陽中)
工藤梨梨香(江南中)
笹本美弥妃(三和中) 坂本愛(帯山中)
山下莉里(西山中)
福嶋美緒(三和中)
北島未稀(帯山中)

女子七種競技
男子八種競技
男子砲丸投
男子ﾊﾝﾏｰ投
男子走高跳
女子円盤投

【柔道部:8/8～12 三重県津市】

☆第20回全国高校女子ウエイトリフティング競
技選手権大会:7/14～16群馬県前橋市

〈女子団体〉ベスト８
白石響(天明中）
佐々夏来（泗水中）
渡邊もえ(鹿本中）
田中里沙（東野中）
平川真有(二岡中） 渡邉花胤（泗水中)
<女子個人48kg級> 準優勝 白石響(天明中)
<女子個人63kg級> 初戦敗退 渡邊 もえ(鹿本中)
<女子個人78kg超級>初戦敗退 平川真有(二岡中）

第１５位4496点 門池愛（京陵中）
第１９位5178点 片岡大将（日吉中）
予選敗退15m28 井手上大翔（竜南中）
予選敗退48m72 植田仁（日吉中）
予選敗退記録なし中山敬（京陵中）
予選敗退32m79 井山百夏葵（三和中）

【水泳部:8/17～20 愛知県名古屋市】16年ぶり出場!!
男子200m背泳ぎ 予選敗退2:05.99 村上賢之慎(西山中)
女子200mﾊﾞﾀﾌﾗｲ 予選敗退2:19.14 村田紗也香(ﾙｰﾃﾙ中)
男子400m個人ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ予選敗退4:32.11長川匠(西山中)
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<女子個人48kg級>１４位 松田穂(三和中)（県高校記録）

☆全国高等学校7人制ラグビーフットボール大
会(ｱｼｯｸｽｶｯﾌﾟ):７/21～23長野県菅平高原
ボウルトーナメント５位

☆ＮＨＫ杯全国放送コンテスト:７/24～26東京都
放送部：校内放送研究発表部門での発表

理数科
7月31日(火)に、中学生向けにオープンスクールが行われました。今
年は、熊本駅から西高校までの送迎バスや午前中からの開催、中学生の
部活動体験など、様々な新しい取り組みを行いました。やはり中学生の
中で部活動は興味が大きいものなのか、午後の部活動体験には、体操服
をきちんと準備し、炎天下の中、
部活動に多くの中学生が参加して
いました。中学校と高校の部活動
の違いや、なぎなたなど初めて出
会う競技にも大変興味を持ってく
れました。高校の選択肢の一つに
熊本西高校を考えてもらえるとあ
りがたいです。

課題研究

7月29日(日)に崇城大学池田キャンパスで行
われた第9回サイエンスインターハイ@SOJO
に2年理数科の生徒が参加しました。これまで
に取り組んだ課題研究の内容をポスターにま
とめ、会場で発表しました。発表に慣れてい
なか った 生徒 も 少し ずつ 慣れ てく ると とも
に、質問に答え
る様子が見られ
ま し た。今 後、
10 月 に あ る 校
内発表会に向け
て研究内容を深
めていきます。

夏休みふれあい教室
7月23日(月)から26日(木)までの4日間、城山小学校に
おいて「ふれあい教室」が行われました。西高生が、小学
生の夏休みの課題や、困っている部分を分かりやすく教え
てくれる取り組みです。約80人の西高生が、参加し、休
み時間に運動場でドッヂボールをするなど、積極的に小学
生とふれあっていました。また、勉強を見るときには「一
人ひとりに合った教え
方を、考えるのが大変
で難しい。」と言って
いました。小学生、高
校生ともに良いふれあ
いができました。
(H30.7.27(金)付
熊日新聞にも掲載)

7月25日(水)か
ら27日(金)までの
3日間、約40名の
生徒が参加し、幼
稚園や保育園、病
院、区役所などに
分かれてインター
ンシップを行いま
した。区役所など
では、多くの種類の書類を扱うため、その基本的な内
容について説明を受けた後、窓口で実際に受付の体験
をしました。実際の現場を体験する中で、生徒たち
は、将来の自分の働く姿を想像し、自分の進路を考え
る一助としました。

スーパーティーチャー

モンタナのKindnessに触れて
この夏休み中、私は熊本県内の高校生２３名と、アメ
リカモンタナ州のミズーラ市にある州立モンタナ大学を
訪問してきました。モンタナ州はカナダとの国境に位置
する州で、熊本県と１９８２年に姉妹提携をして交流が
続いている州です。熊本同様自然が豊かで水がおいしい
町でした。生徒たちは寮生活を行い大学で語学研修を受
けながら、大学の学生や地元の方々と交流し、週末はグ
レーシャー国立公園を見学し、ホストファミリーと過ご
すなど、充実した１８日間を送りました。

実は私は海外に出たのは初めてだったので
すが、出るまではどうしても心の中に壁を
作っていました。国籍の壁、人種や民族の
壁、言葉の壁、文化の壁など。しかし、モン
タナで暖かい人の心に触れただけで、全ての
壁がなくなった気がしました。それは子供た
ちも同じだったようで、大学の先生方や現地
のボランティアともとても仲良くなっていま
した。Kindness（親切心）は様々な壁を超
える。そう実感できる旅でした。

熊本西高校に新たなALTの先生が赴任なさいまし
た。ケリー先生です。
Where are you from?（御出身は？）
Orange County, California, U.S.A. Home to the Original
Disneyland!
（カリフォルニア州のオレンジ郡です。ディズニーランドが最初にできたところです
よ！）

What is your first impression of Japan and Kumamoto?
（日本、熊本の第一印象は？）

It is very hot and humid but I love how green it is here! In
Orange County, everything is brown and dead unless we water
it. The food in Japan and Kumamoto is very よかよか! Japanese people are also very kind and dedicated! Very Inspiring!
（日本はとても暑く湿気が多いですが、緑が多くて大好きです。オレンジ郡では水をか
けなければすべてが茶色になり枯れてしまいます。日本と熊本の食物はとっても「よかよか」です。日本の
人々はとても親切で献身的です。とても刺激になります。）

Kelli先生

What are you looking forward to in Kumamoto Nishi H.S. or in Japan?
（熊本西高や日本で楽しみにしていることは何ですか？）

I look forward to teaching English and also sharing my culture with Kumamoto Nishi H.S. & Japan.
Even though I look Japanese, I am 100% American, so I hope to educate Japanese people that America is
full of diversity and embraces individuality.
（私は英語を教えることと、私の文化を共有することを楽しみにしています。私は日本人に見えますが、100%アメリカ人です。そこで私は、ア
メリカがいかに多様性に富み、個人を大切にしているかということを話していきたいと思っています。）
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題「夏が始まる」

１０月１２日（金）
１０月１３日（土）
※版画ドライポイント作品

磧本 采佳（城南中出身

美術部１年）

開催！

